
　

 

□ 外部に情報が漏れないようにしたい　
□ マイクを同時に使用したい　
□ ある程度広い会議室でも運用したい

業種：企業
目的：安全　

ソリューション

マイク6本まで同時できます。

最大6chに対応
チューナーを3台使用することにより、マイク
を6本まで同時に使用することができます。
多人数の会議でもマイクの受け渡しで時間を
無駄にすることなくスムーズに運営できます。

22m四方の部屋まで使用できます。

安定した受信エリア
1台で水平360°の受光範囲をカバーする高感度
なドーム型受光センサーが、約22m四方の広い
スペースでも確実に信号をキャッチ。音切れ
を気にすることなく自由にマイクを使え、
しかもクリアで聞き取りやすい音質を実現して
います。

光ワイヤレスなので盗聴、漏洩対策
に最適です。
機密性に優れた音声マイク会議システム
電波ではなく光システムのため室外に漏れず
外部からの盗聴、漏洩防止に優れています。
重要度の高い会議に安心して使用できます。

 企業  ソリューション

   盗聴・漏洩に対応した会議をしたい

 光ワイヤレスマイクシステム
｢WT-PH50｣ システムをご提案いたします

 No.F 003

WT-PH51/PH53/PH55
WM-PH57

WM-PH58

6本まで

 OK
22m

22m
11m

11m

お客様の
課題

JVCの
ご提案



・手渡しの容易なハンド型、ハンズフリーのペンダント型など、多彩なマイクを用意。ペンダント型では、タイピン型、ヘッド    
  セット型などのオプションマイクも利用可能。
・AVミキシングアンプ(PS-M400P)、システムアンプ(PA-900シリーズ ) へ組込みできマイク2本を同時使用可能。
・光ワイヤレスチューナーは、EIA1U ハーフサイズの省スペース設計。

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 受光センサーは、取扱説明書を良くご覧の上設置してください。● 記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

 ■ 提案システム

 ■ その他の特長

本システムについてのお問い合わせは

Ｆ003     2016年8月　第四版

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

システム構成例(6ch仕様)

光ワイヤレスチューナー
WT-PH51(1・2ch用)

光ワイヤレスチューナー
WT-PH53(3・4ch用)

光ワイヤレスチューナー
WT-PH55(5・6ch用)

受光センサー(ドーム型)
WT-PS55(5・6ch用)

受光センサー(ドーム型)
WT-PS53(3・4ch用)

受光センサー(ドーム型)
WT-PS51(1・2ch用)

センサーカプラー
WT-D84(4連結器)

アンプ/
ミキサーへ

光ワイヤレス
マイクロホン
(ペンダント型)
WM-PH58

光ワイヤレス
マイクロホン
(ハンド型)
WM-PH57

センサーカプラー
WT-D84(4連結器)

光ワイヤレス
マイクロホン
(ペンダント型)
WM-PH58

光ワイヤレス
マイクロホン
(ハンド型)
WM-PH57

センサーカプラー
WT-D84(4連結器)

光ワイヤレス
マイクロホン
(ペンダント型)
WM-PH58

光ワイヤレス
マイクロホン
(ハンド型)
WM-PH57



　

 

□ 社員が手軽に操作できるようにしたい
□ PCや資料提示装置などの機器も接続したい　
□ 省エネ、省スペースのシステムを設置したい

業種：企業
目的：効率化、省エネ　

ソリューション

 企業  ソリューション

   会議室の映像・音響設備をシンプルにしたい、運用も簡単にしたい

 No.F 006

パソコン、ビデオ、マイクの豊富な
入力に対応しています。ワイヤレス
マイクも使用可能です。
充実のAVスイッチャー機能
RGB3系統とビデオ3系統の映像・音声入力、
有線マイク3本とワイヤレスマイク2本
（ワイヤレスチューナー組込時）を使用でき、
余裕のシステム運用を行えます。

オールインワンの省スペース設計と
デジタルパワーアンプによる低消費
電力を実現しています。
高効率デジタルパワーアンプ採用
新設計のデジタル ICの採用により実行出力時
の消費電力を従来のアナログアンプに比べ
低減。高効率パワーアンプによる省エネルギー
とオールインワン設計による省スペースを
実現しています。

ミキサー、スイッチャー、アンプを1台
に集約、煩雑な設定が不要で容易に
運用できます。
イージーオペレーション
ミキサー、スイッチャー、アンプ、ワイヤレス
チューナー(別売)などの機能を搭載。視認性
に優れた大型スイッチの採用、パソコンと
ビデオ機器のワンタッチ切り替え、マイクと
映像音量の独立調節が可能ですので簡単操作・
確実操作に対応します。

 AVミキシングアンプ「PS-M400P」を中心にした
システムをご提案いたします

PS-M400P

スイッチャー

アンプミキサー

省スペース
低消費電力

（従来のシステム）

外部制御スイッチ

外部入力パネル

ビデオスイッチャー

RGBスイッチャー

パワーアンプ

ワイヤレスチューナー

ミキサー

お客様の
課題

JVCの
ご提案



 ■ 提案システム

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

・フロントパネルで操作可能な外部機器制御出力端子 (メーク接点6回路）。
・RGB/ビデオ/切スイッチと連動制御するプロジェクター制御出力端子 (メーク接点3回路)。
・本体電源スイッチ連動の電源制御出力や、 外部から電源制御が可能な電源起動入力端子。
・タッチパネルなどから映像の切り替えや音量調節が可能なRS-232C入力端子。  
・小さな声は大きく、大きな声は抑えて聞き取り易くするダイナミックレンジコントロール機能。
・ハイインピーダンススピーカーユニット PS-TU20 (別売)の接続によりハイインピーダンススピーカーに対応。
・ラインアレイスピーカーとの組み合わせで優れた音響特性を発揮。

 ■ その他の特長

本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

AVミキシングアンプ(PS‐M400P)接続例

プロジェクタープレビューモニター

ラインアレイ
スピーカー
PS‐S518

CDプレーヤーなど

ラインアレイ
スピーカー
PS‐S30W 電動スクリーン

教材提示装置

DVDプレーヤー

ブルーレイ
ディスクレコーダー

ビデオカメラ

マイクロホン マイクロホン

マイク入力3／ライン入力

マイク入力1、2 ビデオ入力／音声入力1～3 スピーカー出力

RGB出力／ビデオ出力ビデオプレビューダイバシティ・ワイヤレスチューナーユニット

光ワイヤレスチューナーユニット

RGB入力／音声入力1～3

外部制御出力

パソコンワイヤレス
アンテナ

WT‐UD80 × 2＋WT‐P882‐B

※ダイバシティ・ワイヤレスチューナーユニットと
　光ワイヤレスチューナーユニットはどちらか
　 1つの組込みとなります。

WT‐UH51/ WT‐UH52＋WT‐P552‐B受光センサー

F006     2016年8月　第四版



　

 

□ 移動が大変、ハンドキャリータイプが欲しい
□ 遠くまで拡声したい　
□ ワイヤレスマイクを使用したい

業種：企業
目的：効率化、音響改善

ソリューション

 企業  ソリューション

集会やイベント時に簡単に拡声したい

 No.F 011

 ポータブルワイヤレスアンプ
｢PE-W50B｣シリーズをご提案いたします

PE-W50B シリーズ

WM-P970

マイク/アンプ/スピーカーがセット
になっているので集会、イベントや
緊急時に簡単に拡声できます。
コンパクト＆スタイリッシュ
質量約 6kg、B4サイズの軽量＆コンパクト設計、
キャリングハンドル装備で場所を選ばず持ち
運びが容易です。また、本体内部にワイヤレス
マイクを収納可能です。乾電池での駆動も可能
ですので、AC100V 電源コンセントの無い場所
でも使用できます。

ワイヤレスマイクも2本同時に使え
ます。
　　　　　　　　　　　
ワイヤレスマイク対応
ワイヤレスマイク2本同時使用が可能 (ワイヤ
レスチューナー2台組込時)。追加でコード付き
(有線)のマイクも対応でき、ワイヤレスマイク
は、ハンド型のほかペンダント型/タイピン型/
ヘッドセット型から選択できます。

大音量、明瞭再生で比較的遠くまで
聞こえます。
　　　　　　　　　　　
高音質と大音量を実現
最大出力25W（AC電源時）、キレの良い低音と
力強い中音域のパワフルでクリアなサウンド
を実現。さらに声の子音を強調することで聴き
取り易い「話し上手モード」を搭載しています。

お客様の
課題

JVCの
ご提案



本システムについてのお問い合わせは

Ｆ011     2016年8月　第三版

・CDプレーヤー内蔵モデルも用意。
・USBメモリー接続可能。
・本機2台のカスケード接続可能 (CDプレーヤー内蔵モデルのみ)。

 ■ その他の特長

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

 ■ 提案システム

マイクロホン
(有線)

ポータブルオーディオ 
RC-QS21

ポータブル
ワイヤレスアンプ
PE-W50Bポータブル

オーディオプレーヤー

（最大2波まで） （ＣＤプレーヤー内蔵モデルのみ）

＊音源として接続できます。

or

or

コンパクトディスク USBメモリ

機能で選べる8つの充実ラインアップ

< PE‐W50B シリーズ >

ワイヤレスマイクロホン ダイバシティ
チューナーユニット
WT-UD84

シングル
チューナーユニット
WT-U85

or or

PE-W51SCDB-M

PE-W51SCDB

PE-W51DCDB

PE-W50CDB

PE-W51SB-M

PE-W51SB

PE-W51DB

PE-W50B
ワイヤレス2波組込可能
（別売）

有線
マイク
対応

音源への対応 組込・同梱品区分

ワイヤレス
マイク
対応

CD
再生
対応

USB
メモリー
対応

シングル
チューナー

同梱

ダイバシティ
チューナー

同梱
チューナー

ワイヤレス
マイク
1本同梱

ダイバシティ1波標準対応

シングル1波標準対応

シングル1波標準対応

ワイヤレス2波組込可能
（別売）

ダイバシティ1波標準対応

シングル1波標準対応

シングル1波標準対応



PE-M306 シリーズ

PE-M315 シリーズ

　

 

□ 屋外でも使用したい
□ 丈夫なものが良い
□ 合図や注意喚起のためのアラート音が欲しい

業種：企業
目的：効率化、安全

ソリューション

 企業  ソリューション

   イベント / 誘導 / 防災活動 /工事現場で手軽に拡声したい

 No.F 012

軽くて丈夫な材質を採用しています。
　　　　
ASA樹脂を使用
メガホン本体に、軽くて丈夫なASA 樹脂の
使用により優れた耐候性・耐衝撃性を発揮
します。

シグナル音内蔵モデルを用意して
います。
ホイッスル/サイレン音内蔵モデル
各シリーズともホイッスル音/サイレン音内蔵
モデルをラインアップ。注意を促す場合や非常
時などに有効です。
ホイッスル付モデル: PE-M306W/M315W、
サイレン付モデル: PE-M306S/M315S。

雨や粉塵の厳しい条件でも使用
できます。
防塵・防水設計
軽量・コンパクトでパワフル 6W出力のPE-M
306 シリーズとハイパワー 15W出力のPE-M
315シリーズの計 6モデルラインアップ。
PE-M306シリーズは、IP65の耐塵・防噴流形
仕様で激しい雨の中でも使用可能。PE-M315
シリーズは、IP54の防塵・防まつ形仕様で多少
の雨でも使用できます。イベントや工事現場で
の誘導、連絡用で使用できます。また、防災用
設備機器として最適です。

メガホン｢PE-M306/ PE-M315｣シリーズ
をご提案いたします  

お客様の
課題

JVCの
ご提案



本システムについてのお問い合わせは

Ｆ012     2015年6月　第一版

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

・使用電源：
<PE-M306 シリーズ> LR6（単三アルカリ乾電池）×6個、
                                        電池持続時間 約 16 時間（音声）、約 90分間（ホイッスル /サイレン） 
<PE-M315 シリーズ> LR14（単二アルカリ乾電池）×6個、
                                        電池持続時間 約 22 時間（音声）、約100分間（ホイッスル /サイレン） 
・通達距離：
<PE-M306 シリーズ>約 250m（音声）、約315m（ホイッスル /サイレン） 
<PE-M315 シリーズ>約 315m（音声）、約500m（ホイッスル /サイレン）

PE‐M306 PE‐M306Ｗ ホイッスル付 PE‐M306S サイレン付

PE‐M315 PE‐M315Ｗ ホイッスル付 PE‐M315S サイレン付

 ■ その他の特長

 ■ 提案機器

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/



　

 

□ 全体に渡って明瞭な音声で聞かせたい　
□ 大人数にマイクを渡したい　
□ ハンズフリーマイクなど目的に応じてマイクを選びたい

業種：企業
目的：音響改善、効率化　

ソリューション

 企業  ソリューション

   会議をスムーズに運営できるワイヤレスシステムを設備したい

 No.F 014

WT-902-B

WM-P970

WM-P980

WT-904-B
WT-UD93×2

 800MHz ワイヤレスシステム
「WT-900」シリーズをご提案いたします

混信が少なく、最大 30本※のワイヤ
レスマイクが同時に使用可能です。
最大30波対応※
ワイヤレスマイクを同時に30 本まで使用でき
ますので、マイクの使用本数制限に気にする
ことなく余裕の運用が可能です。800MHzの
専用周波数帯の採用で混信が少なくご使用
いただけます。
※使用条件があります。標準モードでは最大 6本です。

使い方に合わせて選べる充実のマイク
ラインアップです。
多彩なマイク
自然なアナウンスを実現するスピーチ用ハンド
型 (WM-P970)、心地よく歌えるボーカル用
ハンド型(WM-P902)、プレストーク型(WM-P772)
さらに首掛けタイプのペンダント型(WM-P980)、
に加え、タイピン型(WM-P980＋WT-UM80)、
ヘッドセット型(WM-P980＋WT-UM82)のハンズ
フリータイプなど多彩なマイクロホンを用意
しています。

話しやすさ、聴きやすさを徹底追求
しています。
リアルな音質
低域から高域までの再現性に優れ、より話し
やすく、より聴きやすい自然なアナウンスを
実現。ボーカル使用でもスピーチ使用でも
明瞭性に優れた心地よい音質で拡声ができ
ます。ワイヤレスアンテナの増設でより広い
エリアもカバーできます。

最大

3０波
対応

多彩な
マイクロ
ホン

適当な説明文適当な説明
適当な説明文適
適当な説明文適当な説

適当な説明文適当
適当な説
適当な説明文適

お客様の
課題

JVCの
ご提案



本システムについてのお問い合わせは

Ｆ014    2016年8月　第三版

・ 800MHz帯専用周波数帯の採用により混信の少ない明瞭な音声を実現。 
・ PLLシンセサイザ方式によりマイクの増設が簡単にでき、全30チャンネルに対応。 
・ ダイバシティ方式の採用により、移動しながらの使用でも音途切れが少なく安定した放送が可能 。
・ コンパンダ方式でノイズの少ないクリア音声を実現 。
・ 混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵。
・ 電界強度がわかるエリアチェックスイッチ内蔵 。
・チューナーユニットは増設の簡単な前面からのプラグイン方式 。
・チューナーユニットごとにグループ/チャンネルの設定可能 。
・アンテナは合計4台接続可能 (α・β各2)。
・周辺機器にマッチするパネル面 (ブラック/ライトグレー)を選択可能。

 ■ 提案システム

 ■ その他の特長

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

ワイヤレスチューナー（4波対応型)

WT‐904‐B WT‐904‐H

ワイヤレスチューナー（2波対応型)

WT‐902‐B WT‐902‐H

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

ワイヤレスアンテナ
（天井埋込型）
WT‐Q840 × 2台

ワイヤレスチューナー
WT‐904-B ×4台

チューナーユニット
WT‐UD93 ×7台

アンテナミキサー
WT-D88-B ×1台

アンテナ分配器
WT-D82 ×4台

ワイヤレスアンテナ
（壁取付型）
WT‐Q830 ×4台

ワイヤレスマイクロホン
（スピーチ用ハンド型）
WM‐P970 他 × 15本

30波対応システム
下図のように15波対応システムを2組構築し、それぞれの周波数設定を15Aグループ、15Bグループにすることで30波に対応します。



　

 
業種：企業
目的：効率化、安全

ソリューション

 企業  ソリューション

 No.F 017

□ 高音質で聴きやすいシステムを導入したい
□ 盗聴に強く、隣の部屋と混信しないものが良い　
□ タイピン型マイクなど用途に合ったマイクバリエーションは必要

会議室やホールに盗聴・混信に強いデジタルワイヤレスマイクシステムを設備したい

 デジタルワイヤレスマイクシステム
｢WT-1000D｣シリーズをご提案いたします

使用スタイルに合わせたマイクを
選択できます。
4タイプのマイク
ハンド型/ペンダント型/ヘッドセット型/
タイピン型の4 種類のマイクを用意。 使用
スタイルに合わせて選択できます。

セキュリティ機能を備え、最大15波
の同時使用が可能です。
セキュリティ機能、多チャンネルモード搭載
マイクロホンとチューナー間でID認証を行う
「セキュリティ機能」による盗聴防止に対応
しています。チャンネル間の干渉に強く、同一
空間で最大マイク15本の同時使用が可能
です。また、外部からの妨害波の耐性強化に
より干渉が起こりにくくなっています。

快適な音響空間を作り出し、スムーズ
な進行をサポートします。
デジタル方式採用
デジタルならではの聴き取り易い明瞭音声を
実現しています。隣の部屋と混信が無く、クリア
な音質が求められる会議室に最適です。

WT-1002D/WT-1004D
WM-P1070D WM-P1080D

適当な説明文適当な説明
適当な説明文適
適当な説明文適当な説

適当な説明文適当
適当な説
適当な説明文適

4タイプの
マイク
対応

盗聴防止
対応

最大15波
対応

お客様の
課題

JVCの
ご提案



本システムについてのお問い合わせは

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

Ｆ017     2016年8月　第二版

 ■ 提案システム

 ■ その他の特長

・既設機器の流用が可能
   当社アナログ方式の 800MHzワイヤレスマイクシステムWT-900 シリーズの一部関連機器の流用が可能。リニューアル時に
　配線工事と合わせコスト削減ができます。
・設定支援アプリケーションソフト（Windows版）　WT-ZS1000Dのダウンロードサービス
   チューナー/マイクのステータス表示/受信状況の確認、電波状況のリアルタイム確認、ウォークテスト機能によるマイクの
   電波状況 /エラー推移のリアルタイム確認が可能です。
・マイクごとの電池残量をチューナーから確認可能
・混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ搭載
   電界強度が分かるエリアチェックスイッチ内蔵
・マイクは乾電池 /充電式電池の 2ウェイ方式

ワイヤレスアンテナ
WT‐Q840 × 2台

デジタルワイヤレスマイクロホン
( WM‐P1080D/WM‐P1070D)× 8台

※アンテナミキサー（WT-D88）の有無にかかわらず、ワイヤレスアンテナからワイヤレスチューナーまでのケーブル長は60m以内で接続してください。
※ワイヤレスアンテナからワイヤレスチューナーまでのケーブル長が60m以上になる場合は、ブースター（WT-A80）を使用してください。

アンテナミキサー
WT‐D88

60m以内（チューナー ⇔ブースター間）

60m以内（チューナー⇔アンテナ間）

アンプなどのライン入力端子へ
（8波混合出力）

60m以内（ブースター⇔アンテナ間）

ブースター
WT‐A80×2台

デジタルワイヤレス
チューナー
WT‐1004D

デジタルワイヤレス
チューナーユニット
WT‐UD1003D×2台

デジタルワイヤレス
チューナー
WT‐1004D

デジタルワイヤレス
チューナーユニット
WT‐UD1003D×2台

ワイヤレスアンテナ
WT‐Q830×4台

混合出力

混合入力

混合出力

β3α3β2α2β1α1

β1α1

β1α1

8波受信システム



　

 

□ 暗闇にも対応し、高画質でモニタリングしたい
□ モバイルでモニタリングしたい
□ 映像の取り出しやネットワーク設定、運用も簡単にしたい

業種：企業
目的：防犯、安全

ソリューション

 企業  ソリューション

   ネットワーク環境にて、高精細映像と運用が容易なシステムでオフィスビルや倉庫の防犯をしたい

 No.F 018

□ 暗闇にも対応し、高画質でモニタリングしたい
□ モバイルでモニタリングしたい
□ 映像の取り出しやネットワーク設定、運用も簡単にしたい

   ネットワーク環境にて、高精細映像と運用が容易なシステムでオフィスビルや倉庫の防犯をしたい

使用環境に応じ、3種類の遠隔モニタ
リングに対応します。

モバイルモニタリング無料アプリ「NVR Mobile」
に対応
Web Viewer（Internet Explorer）、Security Center
（付属CD-ROM）、モバイル（Google Play、App 
Store）の3種類の遠隔モニタリングに対応し、
外部からのライブ映像やレコーダーの収録
映像を確認できます。

ネットワークビデオレコーダVR-X3108
の映像エクスポートとウィザード機能
で運用設定が容易です。
スマートウィザード搭載
本体のシリアル端子/Security Center/IE Web
Viewer の 3方式の映像エクスポートに対応。
ネットワークカメラ自動登録機能により煩雑な
初期設定や更新時の設定が容易に行えます。
PTZカメラの各種操作にも対応し、シンプル＆
簡単運用を実現しています。

暗いエリアもモニタリングでき、対象
が識別し易い高精細映像で安心を
サポートします。　　　
フルHD仕様、赤外線LED搭載
高精細フルHDで最大30fpsの収録、モニタリング
に対応。暗闇（0ルクス）での暗視モニタリング
可能な赤外線LED搭載（VN-H128WPR/H228VPR）
をラインアップ、施設内外/駐車場/駐輪場/夜間
監視などに対応できます。VR-X3108は最大8台
までのカメラ入力に対応し、大容量 4TB HDD
による高画質・長時間収録が可能です。

シンプル
＆

簡単運用

VN-H228 VN-H328

VR-X3108

VN-H28 VN-H228VPR VN-H128WPR

「VN-H28」シリーズと「VR-X3108」をご提案いたします

フルHD簡単セキュリティパッケージの
IPセキュリティシステム

「VN-H28」シリーズと「VR-X3108」をご提案いたします

お客様の
課題

JVCの
ご提案



本システムについてのお問い合わせは

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 個人情報・プライバシーの保護について、本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」
で定められた「個人情報」に該当する場合があります。法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。● 本システムをご使用になる場合、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。
● 記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3065
営業本部 営業企画部  セキュリティグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

Ｆ018     2015年8月　第一版

 ■ 提案システム ■ 提案システム

 ■ その他の特長

＜ ネットワークカメラ （VN-H28シリーズ）＞
・高精細フルHD仕様、箱型/ドーム型/耐衝撃ドーム型/ハウジング一体型/壁面ドーム型をラインアップ。
・屋外対応モデル（VN-H228VPR、VN-H128WPR、VN-H328）も用意。
・micro SDカードスロットを本体に装備。レコーダー無しでH.264 映像を記録可能（VN-H28 はSDカードスロット）。

＜ ネットワークビデオレコーダー（VR-X3108） ＞
・カメラ 8台入力に対応。
・大容量 4TB HDDを搭載。フルHD8chで2週間以上の長時間記録が可能（1080p/ 2Mbps / 30ips、音声あり時）。
・フルHDネットワークカメラVANCS HD もシステム構築に対応可能。
・日時/イベント/カメラ指定による素早く便利な検索機能。
・アラームと連動した動き検出やメール通知機能。
・音声双方向通信可能。　

VR-X3108カタログまたはWebのシステム構成例を引用
＊型番VR-X3108は削除

USBマウス ・UPS ・マイク ・スピーカー

8画面

2画面（PinP）

4画面

単画面フルHD モニター

モバイル端末

NVRMobile/
NVR Mobile Pro

モバイルアプリ

ビューワソフト

Playback Player

Windows
Internet Explorer

システムソフト

Security Center

Web Viewer

PCクライアントPC

フルHDネットワークカメラ/フルHDネットワークPTZカメラ

LAN

LAN

1 2 3 4 5 6 7 8



PE-W50B シリーズ
ワイヤレスアンプ
ポータブル

MV-P276MV-P276
マイクロホンマイクロホンフレキシブル型フレキシブル型

LK-FL301
レクチャーキャビネット

　

 

□ シンプルで使い易いものが良い
□ ワイヤレスマイクにも対応したい
□ 複数の会議室で使用したい

業種：企業
目的：効率化、音響改善

ソリューション  No.F019　

会議やプレゼンテーションに拡声できるレクチャーシステムを導入したい

 企業  ソリューション

キャスター付きで移動も容易です。

スムーズ移動
移動に便利なキャスター付きですので複数の
会議室やプレゼンテーションルームで効率的
な運用が可能です。

オールインワンタイプにより運用が
簡単です。
スタンドアローン仕様
レクチャーキャビネットLK-FL301、ポータ
ブルワイヤレスアンプPE-W50B シリーズ、
フレキシブル型マイクロホンMV-P276 の組
み合わせで、拡声機能付きのレクチャー卓と
して活用できます。キャビネット内には、パ
ソコンや録音装置などが収納可能です（半
固定棚 1 枚を付属）。また、ポータブルワイ
ヤレスアンプPE-W50B シリーズは、単独で
イベントなどの拡声用として使用できます。

 レクチャーアンプシステムを
ご提案いたします

ワイヤレスマイクを2本まで使用可能
です。
優れたシステム性
テーブルマイク（フレキシブル型マイクロ
ホンMV-P276）の有線マイクに加え、ワイヤ
レスマイクを最大 2 本まで（ワイヤレス
チューナー 2 台組込時）同時使用できます。
ワイヤレスマイクは、ハンド型/ タイピン型/
ヘッドセット型/ ペンダント型の豊富なバ
リエーションを用意。

オール
インワン 多彩な

マイクロ
ホン

キャビネット裏

お客様の
課題

JVCの
ご提案



本システムについてのお問い合わせは

F019    2016年 7月　第一版

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

 ■ 提案システム

・子音強調で音の輪郭をくっきりさせる「話上手モード」を搭載、より聴き取り易さを向上。
・配線に便利なコンセントを装備（4 個口 AC100V 計 15A）。
・木扉は270 度開閉、施錠もできイタズラ防止に対応。
・キャスターは2 箇所のストッパー付。

 ■ その他の特長

ハンド型
WM‐P902

外部マイク
PS‐C501

卓上マイク
MV‐P276

マイクロホン
スタンド
TL‐P52

シングル
WT‐U85

ダイバシティ
WT‐UD84

ペンダント型
WM‐P980

※有線マイクは卓上マイクまたは外部マイクのどちらか1本のみ接続できます。同時使用は不可。

システム構成例

ワイヤレスマイクロホンワイヤレスチューナーユニット(下記ユニットを1台組込可)

ポータブル
ワイヤレスアンプ
PE‐W51DCDB

レクチャーキャビネット
LK‐FL301

ポータブル
オーディオ

CD USBメモリー

※

ポータブルワイヤレスアンプ設置例

リア扉開き リア扉閉じ



シンプル構成と柔軟なリニューアル
プランに対応します。

パッケージシステムとハイブリッド対応
カメラ4機種（BOX型/ドーム型/屋外耐衝
撃ドーム型/屋外ハウジング一体型）とレコー
ダー3機種（4ch/8ch/16ch）のラインアップ。
カメラ16台までのパッケージシステムや既設
アナログシステムとのハイブリッドシステム
に対応します。

既設ケーブルの活用と、長距離伝送で
広範囲をカバーします。

500m伝送と赤外線LED搭載
既設の同軸ケーブルを利用でき、500mまでの
長距離伝送に対応（5C-2V 同軸ケーブル使用
時）。カメラは暗闇でもモニタリングできる赤
外線LED照射搭載カメラを用意。昼夜問わず屋
内外の広いエリアをカバーできます。

既設アナログカメラの6倍の高画質
映像です。
　
人物やナンバーが鮮明に確認可能
既設アナログシステム（解像度640×480）の6倍
の高解像度（1920×1080）で、フルHD高精細シ
ステムの構築が可能。人物や車両ナンバーも鮮明
にモニタリングできます。

500m デジタル アナログ

従来カメラ
(640x480)

フルＨＤカメラ
(1920x1080)

TK-HS221WPR TK-HS821WPRTK-HS221R TK-HS221WPRTK-HS920

VR-G2116VR-G2108VR-G2104

リニューアルに最適な「同軸HDカメラシステム」
をご提案いたします。

リニューアルに最適な「同軸HDカメラシステム」
をご提案いたします。

□ フル HD映像でシステムを構築したい
□ 既設ケーブルを活かしてリニューアルしたい　
□ 扱い易く、設置場所に合ったカメラを選びたい

JVCの
ご提案

お客様の
課題

防犯カメラのリニューアルで、コストを抑えて高精細化したい

 企業  ソリューション

目的：防犯、コスト削減　

 
業種：企業

ソリューション  No.F 020



F020     2017年9月　第一版

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 個人情報・プライバシーの保護について、本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた
「個人情報」に該当する場合があります。法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。● 本システムをご使用になる場合、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。● 記載されている会社名、
製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

 ■ 提案システム ■ 提案システム

 ■ その他の特長

・録画済み映像のエクスポートがUSB 端子／ネットワーク経由で容易に対応できます。
・IP カメラのような映像遅延が無く、リアルタイムでモニタリングが可能。事故やトラブルなど、瞬時の対応が求められる用途にも
 応えます。
・ネットワーク配信機能によりPCやスマートフォンから遠隔モニタリングが可能です。

045-443-3065マーケティング部　セキュリティグループ

フルHD モニター

モバイル端末

NVRMobile/
NVR Mobile Pro

モバイルアプリ

ビューワソフト

Playback Player

Windows
Internet Explorer

システムソフト

Security Center

Web Viewer

PCクライアントPC

同軸HDカメラ

カメラ電源ユニット

ハードディスクレコーダー

LAN



順送り接続とタブレットで設定、運用
できます。

ユニットナンバー自動割り付け
議長/ 参加者用のターミナルユニットをLAN
ケーブルで順送り接続するだけの簡単設置。
ユニット・ナンバーは、自動で割付けるので
面倒な設定作業も不要です。複数会議室での
使用や会議する時だけ設置する際もスムーズ
に対応できます。

会議運営スタイルにフレキシブルに
対応します。

4つの発言モード
議長が発言者をコントロールし、発言混乱を防
ぐ発言申請モード/発言優先権を確保できる先
押しモード/活発な意見交換に対応する後押し
発言モード/フリーディスカッションなど操作
不要の自動発言モードの4つのモードから選択
できます。さらに、録音操作、同時通訳に対応で
きる音声4チャンネルセレクト、議案採決が瞬
時にできる投票機能などで円滑な議事進行をサ
ポートします。

高品位なフルデジタル音声でクリア
な音声を実現します。

デジタル音声補正
声の大小、突発音などを補正し聞き取り易い音
声に自動補正、明瞭で快適な音場を提供します。

自動発言
モード

後押し
発言

モード

先押し
モード

発言申請
モード

タブレットPC

PM-M550PM-T51+PM-TA5S

□ 会議運営を的確に効率良くしたい　
□ 発言者音声を聞き取りやすくしたい
□ 設置設定を簡単にしたい

フルデジタル会議システム
「PM-5000」シリーズをご提案いたします

   会議の議事進行システムを導入したい

JVCの
ご提案

お客様の
課題

 企業  ソリューション

業種：企業
　

 

目的：効率化、音質改善　

ソリューション  No.F 021



 ■ 提案システム

・ターミナルユニットは最大 240 台まで拡張可能
・録音対応
　コントロールユニットに SDスロットとUSB 端子を搭載し、同時録音とリレー録音の選択ができます。
・同時通訳など音声 4チャンネル内蔵
　発言中の音声の他に、4つの同時通訳音声などを聞くことができます。
・自動点検機能を内蔵

 ■ その他の特長

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 本システムをご使用になる場合、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。● 記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の
商標または登録商標です。

045-443-3064マーケティング部　プロオーディオグループ
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